
公益財団法人日立市民科学文化財団
日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

www.civic.jp

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩3分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8分
●地下駐車場／255台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

●JR常磐線「常陸多賀駅」下車・徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始
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地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成30年2月26日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は2月24日現在の情報です。 都合により変更する場合がございます。

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6分
●満車の場合は日立市役所駐車場、近隣有料駐車場をご

利用ください。カスミへの駐車は固くお断りいたします。
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

ひたち国際大道芸2018

ミュージックトレイン2018

東京交響楽団演奏会

ひたち舞祭2018SPRING 林部智史 CONCERT TOUR 2018

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

お問合せ：日立シビックセンター　TEL：0294-24-77１１

ロッシーニ：『絹のはしご』序曲
リヒャルト・シュトラウス：オーボエ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第３番「英雄」

東京交響楽団演奏会東京交響楽団演奏会

6/6水 18:30 開演
日立シビックセンター 音楽ホール

一般 5,000円　高校生以下 2,500円
ステージサイド席：一般 4,000円　高校生以下 2,000円
全席指定

４/14発売 5/23

PiCK UP 2

PiCK UP 3

土5月12日
12:00～20:00

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、“笑い！感動！
驚き！”の２日間。日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、
神秘的でファンタジックな空間が展開されます。

日立会場
（JR日立駅周辺）

日5月13日
12:00～17:00

多賀会場
（JR常陸多賀駅周辺）

両日とも
観覧無料

今年も
凄いやつらが

やってくる！！

雨天決行
※悪天時は、プログラムを
　変更する場合があります。

©N. Ikegami

東京交響楽団
正指揮者

飯森範親

東京交響楽団
オーボエ首席奏者

荒木奏美
（茨城県立日立第一高等学校卒業）

©N. Ikegami

4/7土発売 定価 100円(税込)

[発売場所] 日立シビックセンター ほか

ひたち国際大道芸 公式ガイドブック

プログラム
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日立交響楽団のメンバーが、室内楽の名曲を演奏します。
演奏者の間近で、気軽な雰囲気で名曲をお楽しみください。

6/3㊐ 13：00～13：20
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団アンサンブル

アトリウムコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

ピアニスト、指揮者としてはもちろん、さまざまなジャンルとのコラボレー
ションやワークショップなど、多彩に活動する中川賢一。奥深いクラシック
音楽の「聴く」・「楽しむ」を中川ワールドで体感！

7/21㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一般 1,000円、高校生以下 500円、親子ペア 1,200円全席自由

親子で楽しむコンサート～中川賢一ピアノコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/19発売 7/7

5/6㊐  第1部12：00（予定）／第2部 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場（第1部）、音楽ホール（第2部）
　　　　 ※雨天時は第1部も音楽ホールで行います。

［演　目］ 第1部：レッツ・ブラスinパティオ
　　　　 第2部：アコースティックコンサート

第1部は中学生から大人までが参加する吹奏楽コンサート、第2部は様々なジャンルの音楽が楽しめるアコース
ティックコンサートです。ゴールデンウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルで、音楽体験してみましょう。

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ミュージックトレイン2018 

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

※写真は第2部

5/13㊐  13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円全席指定

市内外のアマチュアビッグバンド11団体による夢の競演。スタンダード
ジャズ、ラテン、ポピュラー、映画音楽など、心ゆくまで、お楽しみください。

第25回記念 ひたちBig Bandフェスティバル2018

［お問合せ：日立市民会館］4/14発売

柴田崇考

照沼美弦

薄井美伽

日立市にゆかりのある若手演奏家を中心に、これまでに延べ100名を超
える音楽家が出演してきました。28回目を迎える今回は、ピアノ、声楽、
弦楽器の音楽家４組が演奏を披露します。

日立シビックセンター市民音楽企画2018 
第28回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 4/8

4/22㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　　般 1,000円（当日1,300円）
 高校生以下 　500円   （当日700円）

［出　演］ 柴田崇考（ピアノ）、薄井美伽（ソプラノ）
　　　　  照沼美弦（チェロ）、石井里佳（ピアノ）

［曲　目］ N.カプースチン：変奏曲Op.41
　　　　  G.プッチーニ：オペラ《ジャンニ・スキッキ》より「わたしのお父さん」
　　　　  R.シューマン：夕べの歌
　　　　  ショパン：エチュードOp.10-1ハ長調

全席自由

石井里佳

8/28㊋、8/29㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券　　 3,000円
 2日通し券 5,500円（限定50組）

［出　演］ 初音家左橋 ほか
夏の涼を楽しむ２日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
＊未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

ひたち納涼寄席

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/26発売 8/3

小さなお子様とご一緒にお楽しみいただけるコンサートです。
絵本『おべんとうバス』に素敵な音楽をのせてお届けします。

4/24㊋ 10：00～10：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 谷口和子（バイオリン）、大内和美（ピアノ）、小林泰子（読み聞かせ）
［内　容］ 音楽と絵本の読み聞かせ「おべんとうバス」、ディズニーの世界へようこそ ほか 

バギーコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

国際宇宙ステーションに滞在中のJAXA金井宣茂宇宙飛行士と地上をリアルタ
イムに結び、ミッションや宇宙での生活のこと等、事前に募集した質問に答えてい
ただきます。その他ドーム映像番組「Space Dreamers」の上映などを行います。
※応募方法や日時、イベントの詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。
※開催日時はすべて予定であり、ISSの運用状況等により変更あるいは中止となる場合があります。
※JAXA金井宇宙飛行士との交信は、上記時間帯のうち20分程度です。

4/26㊍  19：00～22：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
※その他サテライト会場の予定あり。

コニカミノルタ“天空”未来プロジェクト2018
～宇宙は人類を元気にする(仮)～〈全国3会場とISSを繋いだリアルタイム交信〉

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料
©JAXA

１９８９年、「ふりむけばヨコハマ」でデビューし、歌手として、また、女優として
幅広く活躍するマルシアの日立公演。やさしい気持ちに包まれるコンサート
です。

7/22㊐ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,500円、A席 5,000円
［曲　目］ 「ふりむけばヨコハマ」 ほか

全席指定

マルシア 愛する歌とともに

［お問合せ：日立市民会館］5/19発売

昔話でもおなじみの、羽衣伝説をもととした｢羽衣｣と、源氏物語の主人公光源氏のモデルとも言わ
れる源融（みなもとのとおる）を題材とした｢融｣の能2番と狂言1番などを、人間国宝などの能楽
師、狂言師が演じます。公演前には、第一部として能舞台を使っての能楽体験会を予定しています。

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール（特設能舞台）
［入場料］ S席 5,000円、A席 3,000円、B席 2,000円
  ※高校生以下S,A席のみ1,000円引き

［出　演］ 粟谷明生（喜多流能楽師）、粟谷能夫（喜多流能楽師）、 
　　　　  友枝昭世（喜多流能楽師）、野村万蔵（和泉流狂言師） ほか

［演　目］ 能｢羽衣｣ 、能｢融｣ ほか

全席指定

第22回初秋ひたち能と狂言

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］６/２発売 8/17

能｢羽衣｣

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve 高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。

ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。
次代を担う2人が表現するベートーヴェンをご堪能ください。

12/14㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
  第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 11/30

2002年チャイコフスキー国際コンクール覇者、川久保賜紀と上原彩子。実力派による卓越したテク
ニックと深い音楽性の息のあった極上のデュオをお楽しみください。

9/21㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第1章  川久保賜紀＆上原彩子 デュオ 《オール・ブラームス》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 9/7

©Yuji Hori©Yuji Hori ©K.Miura©K.Miura
川久保賜紀 上原彩子

テレビ番組で圧倒的な歌唱力が高く評価され、メジャーデビューを果たした林
部智史のコンサートツアー日立公演がついに決定！
多くの観衆を魅了し続けるクリスタルボイスをお楽しみください。

6/3㊐ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,000円（当日６,５00円）全席指定

林部智史 CONCERT TOUR 2018 ～意志の上にも三年～

［お問合せ：日立市民会館］３/２１発売

広島の原爆で家族や友人を失い罪悪感に苛(さいな)まれながらひとり暮す美津江は、思いを寄せ
る人が現れても前に進むことが出来ない。そこへ死んだはずの父が突然現れ美津江の「恋の応援
団長」を買って出る。
作：井上ひさし、演出：河原将子（演劇事務所'99）

5/19㊏ 15：00／19：00開演
5/20㊐ 11：00／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　般 1,500円（当日1,800円）
 高校生 　500円、中学生以下 無料

［出　演］ 演劇事務所'99

全席自由

ひたち街角小劇場第39弾「父と暮せば」

［お問合せ：多賀市民会館］3/1発売

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春の花をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星
座たちを中心にご紹介します。

4/20㊎ 19：00～19：50
4/21㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～花の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］3/17発売 4/6

いつものプラネタリウムとは違って、騒いでしまったり、泣いてしまったりしても大丈夫。0歳から入場
できます。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意していま
す。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着5組、受付中）

［お問合せ：日立シビックセンター］

5/14㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入館料］  大人 520円、小人 3２0円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

入場無料 ［お問合せ：日立市民会館］

日立さくらまつりに今年もご案内とおもてなしのお店「お花見ふ
れあいサロン」を出店します。市民手作りの切り絵や桜の押し花、
財団発行の書籍販売も行います。ぜひお越しください。

4/7㊏ 11：30～16：00
［会　場］ 平和通り（「ひたち舞祭」会場内）

さくらまつり「お花見ふれあいサロン」

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサー
トです。楽器体験も同日開催。この機会にヴァイオリンなどの弦楽器に触れてみませんか。ご家族
でぜひお越しください。

4/15㊐ 14:00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［演　目］ 第1部：楽器体験、第2部：コンサート
［曲　目］ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団　スプリングコンサート2018

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

子どもが主役のひたち舞祭。今年も市内はもちろん、全国の舞祭チームが日立に集結します。
約1,000人の踊り子が、各地にゆかりのあるメロディをモチーフとしたダンスミュージックにのっ
て、笑顔いっぱい舞踊ります。

4/7㊏    9：00～17：00
4/8㊐ 13：00～17：00
※出演チーム数により、スケジュールが変更になることがあります。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、平和通り ほか

ひたち舞祭2018SPRING

観覧無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

日立シビックセンター
 TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター 
 TEL：0294-24-7720
日立市民会館 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】

【表記について】
申込不要ですので、
当日お越しください ○/○ ベビーシッターサービス

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

○日立シビックセンター チケットカウンター
　発売日当日10:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始
○日立市民会館／多賀市民会館
　発売日当日9:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

4月

5月

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター
音楽ホール

4/29㊐
5/4㊎
5/5㊏
5/13㊐
5/20㊐
5/27㊐
6/3㊐
6/9㊏
6/15㊎
6/17㊐
6/24㊐

明秀学園日立高等学校吹奏楽部第6回定期演奏会
日立第一高等学校吹奏楽部第44回定期演奏会
白亜ウィンドオーケストラ第11回演奏会
創立65周年記念演奏会
常磐ひたちメンネルコール創立25周年第10回記念定期演奏会
日立市民吹奏楽団第35回定期演奏会
日立交響楽団第125回定期演奏会
堤五郎・合唱の世界Vol.Ⅱ
第43回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第17回定期演奏会
声楽アンサンブル「レースレースライン」コンサート

明秀学園日立高等学校
茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部
日立第一高等学校吹奏楽部OB会

若竹会
常磐ひたちメンネルコール

日立市民吹奏楽団
日立交響楽団

「堤五郎・合唱の世界」実行委員会
茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
レースレースライン

4/21㊏
4/22㊐
4/29㊐
5/26㊏
6/3㊐

6/9㊏～6/10㊐
6/16㊏
6/17㊐
6/23㊏
6/24㊐

ミセスジャパン茨城大会
不思議の国のちいさなちいさなコンサートXⅢ
第13回大人のためのミニコンサート
アリシアベリーダンスJAPAN発表会
ピアノ発表会
日立事業所/日立会演劇部第133回公演「井戸の茶碗」
リトルピアノコンサート
まじゃりんこ会ピアノ発表会
フラ マリエラニ発表会
日立三曲協会箏曲演奏会

助川裕美子
渡辺

田沼靖子
アリシアJAPANベリーダンス

大森・武藤
日立事業所日立会

小西、佐藤
まじゃりんこ会

伊藤
日立三曲協会

多用途ホール

6/4㊊～6/10㊐
6/17㊐～6/24㊐
6/30㊏～7/1㊐

第17回NEWアートライフ展
第67回 日立美協展
拓美会書道展

アートライフ
日立美術協会

拓美会

4/1㊐
4/8㊐
4/22㊐

4/25㊌～5/6㊐
5/27㊐

第６回常陸ノ国グルメフェス
第18回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバー・フェスト
第4回おひさまフェス

日立さくらまつり実行委員会
公益財団法人日立市体育協会

連合県北日立地区協議会
日立オクトーバー・フェスト実行委員会

おひさまフェス実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
4/22㊐
4/29㊐
5/27㊐
5/30㊌
6/10㊐
6/17㊐
6/24㊐

バレエ発表会
ピアノ発表会
第45回日立民謡民舞連合会春季発表会
年金受給者協会　地区大会
定期演奏会
定期演奏会
定期演奏会

渡辺裕子バレエスクール
ひまわり音楽教室

日立民謡民舞連合会
県北地区年金受給者協会

明秀学園日立高等学校吹奏楽部
茨城県立多賀高等学校吹奏楽部

大みか吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
4/1㊐
4/7㊏
4/8㊐
4/15㊐
5/20㊐
5/27㊐
6/9㊏
6/10㊐
6/17㊐
6/24㊐

コンセールMIKI会音楽会
ピアノ発表会
ピアノ発表会
第43回民謡を楽しむつどい
映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会
大久保中学校吹奏楽部第8回定期演奏会
劇団わらび座公演 ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」
ピアノ発表会
ヤマハエレクトーンフェスティバル クシダピアノ大会
PTNAピアノコンペティション 日立地区

コンセールMIKI会
沙羅の会
美音の会

民謡法濤会
日立上映実行委員会

日立市立大久保中学校吹奏楽部
セロ弾きのゴーシュをみる会

M&M
（株）クシダピアノ社

PTNA水戸支部

4/16㊊～4/22㊐
4/30㊊～5/6㊐
5/22㊋～5/27㊐
5/29㊋～6/3㊐

写友日立クラブ+徳光教室+ぶらり500合同写真展
第64回日製謳美会展
織物出会いの空間2018
よかっぺ写友会写真展

写友日立クラブ
日製謳美会

手織工房糸あそび　桑原洋子
よかっぺ写友会

ギャラリー

6月

前 売 情 報

2 3



日立交響楽団のメンバーが、室内楽の名曲を演奏します。
演奏者の間近で、気軽な雰囲気で名曲をお楽しみください。

6/3㊐ 13：00～13：20
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 日立交響楽団アンサンブル

アトリウムコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

ピアニスト、指揮者としてはもちろん、さまざまなジャンルとのコラボレー
ションやワークショップなど、多彩に活動する中川賢一。奥深いクラシック
音楽の「聴く」・「楽しむ」を中川ワールドで体感！

7/21㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 一般 1,000円、高校生以下 500円、親子ペア 1,200円全席自由

親子で楽しむコンサート～中川賢一ピアノコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/19発売 7/7

5/6㊐  第1部12：00（予定）／第2部 13：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場（第1部）、音楽ホール（第2部）
　　　　 ※雨天時は第1部も音楽ホールで行います。

［演　目］ 第1部：レッツ・ブラスinパティオ
　　　　 第2部：アコースティックコンサート

第1部は中学生から大人までが参加する吹奏楽コンサート、第2部は様々なジャンルの音楽が楽しめるアコース
ティックコンサートです。ゴールデンウィーク恒例の市民参加音楽フェスティバルで、音楽体験してみましょう。

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ミュージックトレイン2018 

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

※写真は第2部

5/13㊐  13：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ ５００円全席指定

市内外のアマチュアビッグバンド11団体による夢の競演。スタンダード
ジャズ、ラテン、ポピュラー、映画音楽など、心ゆくまで、お楽しみください。

第25回記念 ひたちBig Bandフェスティバル2018

［お問合せ：日立市民会館］4/14発売

柴田崇考

照沼美弦

薄井美伽

日立市にゆかりのある若手演奏家を中心に、これまでに延べ100名を超
える音楽家が出演してきました。28回目を迎える今回は、ピアノ、声楽、
弦楽器の音楽家４組が演奏を披露します。

日立シビックセンター市民音楽企画2018 
第28回ひたち出身者によるコンサート「音楽の園」

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］発売中 4/8

4/22㊐ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一　　　般 1,000円（当日1,300円）
 高校生以下 　500円   （当日700円）

［出　演］ 柴田崇考（ピアノ）、薄井美伽（ソプラノ）
　　　　  照沼美弦（チェロ）、石井里佳（ピアノ）

［曲　目］ N.カプースチン：変奏曲Op.41
　　　　  G.プッチーニ：オペラ《ジャンニ・スキッキ》より「わたしのお父さん」
　　　　  R.シューマン：夕べの歌
　　　　  ショパン：エチュードOp.10-1ハ長調

全席自由

石井里佳

8/28㊋、8/29㊌ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 多用途ホール
［入場料］ 1日券　　 3,000円
 2日通し券 5,500円（限定50組）

［出　演］ 初音家左橋 ほか
夏の涼を楽しむ２日間。日本が誇る伝統話芸の世界をお楽しみください。
＊未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

全席指定

ひたち納涼寄席

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］5/26発売 8/3

小さなお子様とご一緒にお楽しみいただけるコンサートです。
絵本『おべんとうバス』に素敵な音楽をのせてお届けします。

4/24㊋ 10：00～10：30
［会　場］ 日立シビックセンター アトリウム
［出　演］ 谷口和子（バイオリン）、大内和美（ピアノ）、小林泰子（読み聞かせ）
［内　容］ 音楽と絵本の読み聞かせ「おべんとうバス」、ディズニーの世界へようこそ ほか 

バギーコンサート

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料

国際宇宙ステーションに滞在中のJAXA金井宣茂宇宙飛行士と地上をリアルタ
イムに結び、ミッションや宇宙での生活のこと等、事前に募集した質問に答えてい
ただきます。その他ドーム映像番組「Space Dreamers」の上映などを行います。
※応募方法や日時、イベントの詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。
※開催日時はすべて予定であり、ISSの運用状況等により変更あるいは中止となる場合があります。
※JAXA金井宇宙飛行士との交信は、上記時間帯のうち20分程度です。

4/26㊍  19：00～22：00（予定）
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
※その他サテライト会場の予定あり。

コニカミノルタ“天空”未来プロジェクト2018
～宇宙は人類を元気にする(仮)～〈全国3会場とISSを繋いだリアルタイム交信〉

［お問合せ：日立シビックセンター］入場無料
©JAXA

１９８９年、「ふりむけばヨコハマ」でデビューし、歌手として、また、女優として
幅広く活躍するマルシアの日立公演。やさしい気持ちに包まれるコンサート
です。

7/22㊐ 18：30開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ S席 5,500円、A席 5,000円
［曲　目］ 「ふりむけばヨコハマ」 ほか

全席指定

マルシア 愛する歌とともに

［お問合せ：日立市民会館］5/19発売

昔話でもおなじみの、羽衣伝説をもととした｢羽衣｣と、源氏物語の主人公光源氏のモデルとも言わ
れる源融（みなもとのとおる）を題材とした｢融｣の能2番と狂言1番などを、人間国宝などの能楽
師、狂言師が演じます。公演前には、第一部として能舞台を使っての能楽体験会を予定しています。

9/1㊏ 14：00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール（特設能舞台）
［入場料］ S席 5,000円、A席 3,000円、B席 2,000円
  ※高校生以下S,A席のみ1,000円引き

［出　演］ 粟谷明生（喜多流能楽師）、粟谷能夫（喜多流能楽師）、 
　　　　  友枝昭世（喜多流能楽師）、野村万蔵（和泉流狂言師） ほか

［演　目］ 能｢羽衣｣ 、能｢融｣ ほか

全席指定

第22回初秋ひたち能と狂言

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］６/２発売 8/17

能｢羽衣｣

小菅優 石坂団十郎

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve

©Marco
　Borggreve
©Marco
　Borggreve 高度なテクニックと若々しい感性で注目をあびるピアニスト小菅優。

ヨーロッパを拠点に世界を駆け巡るチェリスト石坂団十郎。
次代を担う2人が表現するベートーヴェンをご堪能ください。

12/14㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］ 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
  第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第2章  小菅優＆石坂団十郎 デュオ 《ベートーヴェン 詣》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 11/30

2002年チャイコフスキー国際コンクール覇者、川久保賜紀と上原彩子。実力派による卓越したテク
ニックと深い音楽性の息のあった極上のデュオをお楽しみください。

9/21㊎ 18：30開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［入場料］
 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
 第1・2章セット券：一般 5,000円、高校生以下 2,500円

全席指定

洋楽文庫 第1章  川久保賜紀＆上原彩子 デュオ 《オール・ブラームス》

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］6/23発売 9/7

©Yuji Hori©Yuji Hori ©K.Miura©K.Miura
川久保賜紀 上原彩子

テレビ番組で圧倒的な歌唱力が高く評価され、メジャーデビューを果たした林
部智史のコンサートツアー日立公演がついに決定！
多くの観衆を魅了し続けるクリスタルボイスをお楽しみください。

6/3㊐ 16：00開演
［会　場］ 日立市民会館 ホール
［入場料］ 6,000円（当日６,５00円）全席指定

林部智史 CONCERT TOUR 2018 ～意志の上にも三年～

［お問合せ：日立市民会館］３/２１発売

広島の原爆で家族や友人を失い罪悪感に苛(さいな)まれながらひとり暮す美津江は、思いを寄せ
る人が現れても前に進むことが出来ない。そこへ死んだはずの父が突然現れ美津江の「恋の応援
団長」を買って出る。
作：井上ひさし、演出：河原将子（演劇事務所'99）

5/19㊏ 15：00／19：00開演
5/20㊐ 11：00／15：00開演

［会　場］ 多賀市民会館 小ホール
［入場料］　　　　   一　般 1,500円（当日1,800円）
 高校生 　500円、中学生以下 無料

［出　演］ 演劇事務所'99

全席自由

ひたち街角小劇場第39弾「父と暮せば」

［お問合せ：多賀市民会館］3/1発売

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春の花をイメージした香りの中、春の夜空に描かれる星
座たちを中心にご紹介します。

4/20㊎ 19：00～19：50
4/21㊏ 18：00～18：50

［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入場料］ 600円
　　　　  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。（要チケット引換）

全席自由

アロマで愉しむプラネタリウム～花の香り～

［お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター］3/17発売 4/6

いつものプラネタリウムとは違って、騒いでしまったり、泣いてしまったりしても大丈夫。0歳から入場
できます。親子で星空を楽しんでみませんか。寝転がって見られる「ごろごろシート」も用意していま
す。ご希望の方は事前にお申し込みください。（先着5組、受付中）

［お問合せ：日立シビックセンター］

5/14㊊ 11：00～11：30
［会　場］ 日立シビックセンター 天球劇場
［入館料］  大人 520円、小人 3２0円、幼児無料
　　　　  ※「年間パスポート」もご利用いただけます。

全席自由

はじめてのプラネタリウム

入場無料 ［お問合せ：日立市民会館］

日立さくらまつりに今年もご案内とおもてなしのお店「お花見ふ
れあいサロン」を出店します。市民手作りの切り絵や桜の押し花、
財団発行の書籍販売も行います。ぜひお越しください。

4/7㊏ 11：30～16：00
［会　場］ 平和通り（「ひたち舞祭」会場内）

さくらまつり「お花見ふれあいサロン」

日立シビックセンターを拠点に活動する弦楽オーケストラ、ひたちジュニア弦楽合奏団のコンサー
トです。楽器体験も同日開催。この機会にヴァイオリンなどの弦楽器に触れてみませんか。ご家族
でぜひお越しください。

4/15㊐ 14:00開演
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［出　演］ ひたちジュニア弦楽合奏団
　　　　  指揮：蒲生克郷

［演　目］ 第1部：楽器体験、第2部：コンサート
［曲　目］ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク ほか

ひたちジュニア弦楽合奏団　スプリングコンサート2018

入場無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

子どもが主役のひたち舞祭。今年も市内はもちろん、全国の舞祭チームが日立に集結します。
約1,000人の踊り子が、各地にゆかりのあるメロディをモチーフとしたダンスミュージックにのっ
て、笑顔いっぱい舞踊ります。

4/7㊏    9：00～17：00
4/8㊐ 13：00～17：00
※出演チーム数により、スケジュールが変更になることがあります。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、平和通り ほか

ひたち舞祭2018SPRING

観覧無料 ［お問合せ：日立シビックセンター］

日立シビックセンター
 TEL：0294-24-7711
日立シビックセンター チケットカウンター 
 TEL：0294-24-7720
日立市民会館 TEL：0294-22-6481
多賀市民会館 TEL：0294-34-1727

【お問合せ先について】

【表記について】
申込不要ですので、
当日お越しください ○/○ ベビーシッターサービス

表記の日付までにお申込みください
（料金：お子様一人につき1,000円）

○日立シビックセンター チケットカウンター
　発売日当日10:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、翌日10:00～電話予約開始
○日立市民会館／多賀市民会館
　発売日当日9:00～窓口発売開始
　残席があった場合のみ、当日13:30～電話予約開始

【チケット発売について】

4月

5月

貸館情報 月日／催物名／主催

日立シビックセンター
音楽ホール

4/29㊐
5/4㊎
5/5㊏
5/13㊐
5/20㊐
5/27㊐
6/3㊐
6/9㊏
6/15㊎
6/17㊐
6/24㊐

明秀学園日立高等学校吹奏楽部第6回定期演奏会
日立第一高等学校吹奏楽部第44回定期演奏会
白亜ウィンドオーケストラ第11回演奏会
創立65周年記念演奏会
常磐ひたちメンネルコール創立25周年第10回記念定期演奏会
日立市民吹奏楽団第35回定期演奏会
日立交響楽団第125回定期演奏会
堤五郎・合唱の世界Vol.Ⅱ
第43回日立地区高等学校音楽会
日立第二高等学校吹奏楽部第17回定期演奏会
声楽アンサンブル「レースレースライン」コンサート

明秀学園日立高等学校
茨城県立日立第一高等学校吹奏楽部
日立第一高等学校吹奏楽部OB会

若竹会
常磐ひたちメンネルコール

日立市民吹奏楽団
日立交響楽団

「堤五郎・合唱の世界」実行委員会
茨城県高等学校文化連盟

茨城県立日立第二高等学校吹奏楽部
レースレースライン

4/21㊏
4/22㊐
4/29㊐
5/26㊏
6/3㊐

6/9㊏～6/10㊐
6/16㊏
6/17㊐
6/23㊏
6/24㊐

ミセスジャパン茨城大会
不思議の国のちいさなちいさなコンサートXⅢ
第13回大人のためのミニコンサート
アリシアベリーダンスJAPAN発表会
ピアノ発表会
日立事業所/日立会演劇部第133回公演「井戸の茶碗」
リトルピアノコンサート
まじゃりんこ会ピアノ発表会
フラ マリエラニ発表会
日立三曲協会箏曲演奏会

助川裕美子
渡辺

田沼靖子
アリシアJAPANベリーダンス

大森・武藤
日立事業所日立会

小西、佐藤
まじゃりんこ会

伊藤
日立三曲協会

多用途ホール

6/4㊊～6/10㊐
6/17㊐～6/24㊐
6/30㊏～7/1㊐

第17回NEWアートライフ展
第67回 日立美協展
拓美会書道展

アートライフ
日立美術協会

拓美会

4/1㊐
4/8㊐
4/22㊐

4/25㊌～5/6㊐
5/27㊐

第６回常陸ノ国グルメフェス
第18回日立さくらロードレース
日立地区メーデー
日立オクトーバー・フェスト
第4回おひさまフェス

日立さくらまつり実行委員会
公益財団法人日立市体育協会

連合県北日立地区協議会
日立オクトーバー・フェスト実行委員会

おひさまフェス実行委員会

新都市広場／マーブルホール

日立市民会館/ホール
4/22㊐
4/29㊐
5/27㊐
5/30㊌
6/10㊐
6/17㊐
6/24㊐

バレエ発表会
ピアノ発表会
第45回日立民謡民舞連合会春季発表会
年金受給者協会　地区大会
定期演奏会
定期演奏会
定期演奏会

渡辺裕子バレエスクール
ひまわり音楽教室

日立民謡民舞連合会
県北地区年金受給者協会

明秀学園日立高等学校吹奏楽部
茨城県立多賀高等学校吹奏楽部

大みか吹奏楽団

多賀市民会館/ホール
4/1㊐
4/7㊏
4/8㊐
4/15㊐
5/20㊐
5/27㊐
6/9㊏
6/10㊐
6/17㊐
6/24㊐

コンセールMIKI会音楽会
ピアノ発表会
ピアノ発表会
第43回民謡を楽しむつどい
映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会
大久保中学校吹奏楽部第8回定期演奏会
劇団わらび座公演 ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」
ピアノ発表会
ヤマハエレクトーンフェスティバル クシダピアノ大会
PTNAピアノコンペティション 日立地区

コンセールMIKI会
沙羅の会
美音の会

民謡法濤会
日立上映実行委員会

日立市立大久保中学校吹奏楽部
セロ弾きのゴーシュをみる会

M&M
（株）クシダピアノ社

PTNA水戸支部

4/16㊊～4/22㊐
4/30㊊～5/6㊐
5/22㊋～5/27㊐
5/29㊋～6/3㊐

写友日立クラブ+徳光教室+ぶらり500合同写真展
第64回日製謳美会展
織物出会いの空間2018
よかっぺ写友会写真展

写友日立クラブ
日製謳美会

手織工房糸あそび　桑原洋子
よかっぺ写友会

ギャラリー

6月

前 売 情 報
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PiCK UP お す す め 情 報

大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/12㊏、5/13㊐ 10：00～14：00 
［会　場］ 12日 日立会場（JR日立駅周辺）
 13日 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）

［対　象］ 小学生～中学生
［募集人数］ 各日20人

ひたち国際大道芸キッズスタッフ募集こども

［説明会］ 4/28（土）13:30～15:00（予定） 日立シビックセンター 会議室501号

申
込 受付中～4/27㊎ 0294-24-7711

申
込 3/2７㊋ 10：00～ 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

科学の面白さを伝えたい方、科学・天文が好きな方など、科学館でボランティアをし
てみませんか？説明会では活動の紹介や科学館・天球劇場の紹介などを行います。

［対　象］ 18歳以上（高校生は除く）
［募集人数］ 10人

【説明会】　4/29（日） 10：30～12：00
　　　　　日立シビックセンター科学館

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 会員募集
おとな

アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動を行っています。外国の文化が好
きな方、国際交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。
[これまでの活動：料理サロン、研修見学事業、文化講演会など]

［定例会］ 毎月第3金曜日
　　　　 13：30～15：00（予定）

［会　費］ 無料
　　　　 ※催しにより参加料がかかる場合があります。

申
込 通年 0294-24-7711 http://www.civic.jp

講座情報（先着順）

歌の大好きな仲間を大募集します。「歌ってみたいけど、音楽のことが分からない」と
いう方も大丈夫！先生がやさしく基本から教えてくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター ほか
［対　象］ 市内に住む小学１年生～高校３年生
［募集人数］ 若干名
［団　費］ ジュニアクラス（小学生）：２,０００円／月
　　　　 シニアクラス（中・高生）：１,５００円／月

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

申

　
　込

4/1㊐～

0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演
奏しましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［募集人数］ ヴァイオリン5人程度
 ※ヴァイオリン以外の楽器をご希望の方は
 　ご相談ください。

［団　費］ 5,000円／月

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

申

　
　込

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

チラシ裏面の入団申込書に必要事項を明記の上、お申込みください。
3/10㊏ 10:00～4/22㊐必着

0294-24-7979

ひたち国際大道芸の運営スタッフを募集します。大道芸に興味のある方、野外イ
ベントがお好きな方、一緒にひたち国際大道芸を盛り上げましょう！

5/12㊏ 9：00～20：30、5/13㊐ 9：00～18：30  
［会　場］ 12日 日立会場（JR日立駅周辺）
 13日 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）

［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人
［募集内容］ ①アーティスト付き人 ②演技ポイント運営
 　　　　 ③同時開催イベントの運営 ④小中学生スタッフの補助

申

　込

受付中～4/20㊎

0294-24-7711 http://www.civic.jp

［説明会］ 4/21（土）13：30～15：00（予定） 日立シビックセンター 会議室503号

ひたち国際大道芸ボランティアスタッフ募集
おとな

4/12㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」
なんてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天
文に触れていただけます。今回は、春の星空を中心にお話します。

大人のための天文教室－春の星空と星空観察入門
おとな

申
込 3/12㊊ 10:00～ 0294-24-7731

6/14㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」な
んてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天文に触
れていただけます。今回は、７/３１(火)の火星大接近と初夏の星空についてお話します。

大人のための天文教室－初夏の星空の楽しみ方と火星物語
おとな

申
込 5/12㊏ 10:00～ 0294-24-7731

7/22㊐  14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［募集人数］ 80人
［講　師］ 粟谷明生（喜多流能楽師）
［受講料］ 無料
9/1（土）に開催する「初秋ひたち能と狂言」の演目の「羽衣」
と「融」を能楽師の粟谷明生先生が演者から見た内容で分かり
やすく解説します。また、能楽の実演も予定しています。

能楽文化サロン　演者から見る能 「羽衣」と「融」
おとな

申
込 5/19㊏ 10:00～ 0294-24-7755

5/10㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 立花章（茨城大学理学部教授）
［受講料］ 500円

生物の遺伝子は常に変化しています。遺伝子の変化が生物の進化や私たちの生活
に関わっていることなどをお話します。

大人のためのサイエンス－遺伝子が変わり、細胞が変わる
おとな

申
込 4/12㊍ 10:00～ 0294-24-7731

［募集内容］ 「ふるさと日立」をテーマにした市内の風景、風
物で四季や日立市らしさが感じられる写真

［写真規格］ 平成28年1月以降に撮影した横位置キャビネ
（２L版可）のカラー写真で未発表のもの

　　　　 ※使用するときはフィルム（データ）を借用します。写真の
版権は当財団に帰属し、応募写真は返却しません。

［参加料］ 無料

あなたの撮った写真が平成31年用カレンダーに！日立の四季を捉えた写真で、カレ
ンダーを作ります。市内で撮影した季節感のある写真をお寄せください。

カレンダー「ふるさと日立」写真募集
おとな

申

　込
ご応募写真の裏側に「応募票」を貼り、必要事項を明記の上、お送
りください。詳しくは、チラシ、ホームページ等をご覧ください。

4/1㊐～8/31㊎
日立市民会館

5/6㊐  第1部 8：45～12：30／第2部 13：30～17：00
※時間はどちらも予定です。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、音楽ホール
［募集人数］ 第1部：200人 第2部：30組（1組20人以内)
［参加料］ 第1部 一般500円、高校生以下300円
　　　　 第2部 500円／1人、3,000円／6人以上の1団体(一律)

吹奏楽コンサートの第1部、歌から楽器演奏まで様々なジャンルのアコースティック
コンサートを行う第2部にそれぞれ出演を希望される方、団体を募集します。

こども おとな

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ミュージックトレイン2018 出演者募集

申

　込

第1部3/3㊏ 10：00～4/21㊏、第2部3/3㊏ 10：00～3/31㊏
日立シビックセンター ホール事業課

（２階事務室）0294-24-77５５

※写真は第2部

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

○/○ ベビーシッターサービス
表記の日付までにお申込みください（料金：お子様一人につき1,000円）

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

ホームページの専用フォームで
お申込みください

電話でお申込みください ＦＡＸでお申込みください

eメールで
お申込みください

【表記について】

【申込受付時間について】
日立シビックセンター 　10：00～18：00
日立市民会館／多賀市民会館　 9：00～17：00

2019.1/27㊐ 14：00開演 
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 音楽経験者
［募集人数］ 50人程度
［参加料］ 8,000円（練習5回分含む）

ピアニスト追昭嘉氏による日立初の弾き振りが実現します。演奏曲目等の詳細は、チ
ラシやホームページ等をご覧ください。

日立シビックセンター市民音楽企画2018
第27回ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ 出演者募集こども おとな

申
込

日立シビックセンター
ホール事業課（2階事務室）受付中～5/31㊍

PiCK UP 1 7/21㊏～
9/ 2 ㊐ 夏のひみつ基地 ～シビックを遊びつくせ！！～

ホールで音はどうして響くの？ステージのカラフルな光
がつくのはなぜ？音楽ホールにはひみつがいっぱい！い
つもは見ることができない舞台の裏側をみんなで探検
します。

7/29㊐ 11：00～12：00/14：00～15：00　音楽ホール、多用途ホール
対象：小学生～中学生　募集人数：各回15人
参加料：500円

バックステージツアー 知る＋体験知る＋体験

申
込 6/23㊏ 10:00～ 0294-24-7755

シビックセンターに隠れているアーティストを探して、
「響きのなぞ」をときあかそう！

8/11㊏㊗　時間・参加料未定　音楽ホール ほか
ロールプレイング音楽ゲーム～響きのなぞをときあかせ～ 知る＋聴く知る＋聴く

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7755

音楽経験がなくても楽しめる、作曲家体験ワークショップです。

8/19㊐　時間・参加料未定　多用途ホール
対象：小学生以上　募集人数：30人

音楽ワークショップ
～みんなで曲をつくろう♪ つくる＋聴くつくる＋聴く

申
込 6/24㊐ 10:00～ 0294-24-7755

新聞紙を丸めてあなただけのユニークでポップな海の
ふしぎないきものを作りませんか？タコやイカなど、作
るものはあなた次第！夏の工作にぴったりな講座です。

8/11㊏㊗ 11：00～13：00/14：30～16：30　会議室101号
対象：小学1年生以上　募集人数：各回20人
参加料：500円　講師：木暮奈津子（造形作家）

シビックサロン「海のふしぎないきものを作ろう」つくる＋体験つくる＋体験

申
込 6/16㊏ 10:00～ 0294-24-7711

気分は、オペラ歌手。すてきな衣裳を身につけ、オペラ
歌手を1日体験しよう！歌を経験していない子どもたち
でも、気軽に参加できます。

8/5㊐　時間・参加料未定　多用途ホール ほか
対象：小学生以上

はじめてのオペラ体験 知る＋体験知る＋体験

申
込 6/16㊏ 10:00～ 0294-24-7755

期間中、様々なイベントが楽しめます。今回は、一足先に、前売り情報と募集／講座情報の一部をご紹介します！

※時間や参加料等の詳しい情報については、6月発行予定の「夏のひみつ基地」チラシ、ホームページ等をご覧ください。

親子で楽しむコンサート
～中川賢一ピアノコンサート

7/21㊏ 14：00開演　多用途ホール
詳しくは、Ｐ3をご覧ください

知る＋聴く知る＋聴く

募集（募集人数の表記がある場合は先着順）
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大道芸アーティストと一緒に街を盛り上げよう！ピエロに変身して、大道芸グッズなどを配布します。

5/12㊏、5/13㊐ 10：00～14：00 
［会　場］ 12日 日立会場（JR日立駅周辺）
 13日 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）

［対　象］ 小学生～中学生
［募集人数］ 各日20人

ひたち国際大道芸キッズスタッフ募集こども

［説明会］ 4/28（土）13:30～15:00（予定） 日立シビックセンター 会議室501号

申
込 受付中～4/27㊎ 0294-24-7711

申
込 3/2７㊋ 10：00～ 0294-24-7731

シビックサイエンススタッフ募集おとな

科学の面白さを伝えたい方、科学・天文が好きな方など、科学館でボランティアをし
てみませんか？説明会では活動の紹介や科学館・天球劇場の紹介などを行います。

［対　象］ 18歳以上（高校生は除く）
［募集人数］ 10人

【説明会】　4/29（日） 10：30～12：00
　　　　　日立シビックセンター科学館

ひたちとアジアの文化交流をすすめる会 会員募集
おとな

アジアを中心とした国々の文化・芸術を広める活動を行っています。外国の文化が好
きな方、国際交流に興味のある方、ぜひ一緒に活動しましょう。
[これまでの活動：料理サロン、研修見学事業、文化講演会など]

［定例会］ 毎月第3金曜日
　　　　 13：30～15：00（予定）

［会　費］ 無料
　　　　 ※催しにより参加料がかかる場合があります。

申
込 通年 0294-24-7711 http://www.civic.jp

講座情報（先着順）

歌の大好きな仲間を大募集します。「歌ってみたいけど、音楽のことが分からない」と
いう方も大丈夫！先生がやさしく基本から教えてくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 中小路交流センター ほか
［対　象］ 市内に住む小学１年生～高校３年生
［募集人数］ 若干名
［団　費］ ジュニアクラス（小学生）：２,０００円／月
　　　　 シニアクラス（中・高生）：１,５００円／月

日立市少年少女合唱団 団員募集こども

申

　
　込

4/1㊐～

0294-22-6481 0294-22-6６３３

日立市少年少女合唱団事務局（日立市民会館内）

音楽が好きな人、弦楽器に興味がある人、色々な学校・年齢のお友だちと一緒に楽しく演
奏しましょう！楽器の無料貸し出しもあります。先生が楽器の持ち方から指導してくれます。

［活動日］ 毎週土曜日
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽室
［募集人数］ ヴァイオリン5人程度
 ※ヴァイオリン以外の楽器をご希望の方は
 　ご相談ください。

［団　費］ 5,000円／月

ひたちジュニア弦楽合奏団 団員募集こども

申

　
　込

日立シビックセンター
ホール事業課（２階事務室）

チラシ裏面の入団申込書に必要事項を明記の上、お申込みください。
3/10㊏ 10:00～4/22㊐必着

0294-24-7979

ひたち国際大道芸の運営スタッフを募集します。大道芸に興味のある方、野外イ
ベントがお好きな方、一緒にひたち国際大道芸を盛り上げましょう！

5/12㊏ 9：00～20：30、5/13㊐ 9：00～18：30  
［会　場］ 12日 日立会場（JR日立駅周辺）
 13日 多賀会場（JR常陸多賀駅周辺）

［対　象］ 18歳以上39歳以下（高校生は除く）
［募集人数］ 各日50人
［募集内容］ ①アーティスト付き人 ②演技ポイント運営
 　　　　 ③同時開催イベントの運営 ④小中学生スタッフの補助

申

　込

受付中～4/20㊎

0294-24-7711 http://www.civic.jp

［説明会］ 4/21（土）13：30～15：00（予定） 日立シビックセンター 会議室503号

ひたち国際大道芸ボランティアスタッフ募集
おとな

4/12㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」
なんてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天
文に触れていただけます。今回は、春の星空を中心にお話します。

大人のための天文教室－春の星空と星空観察入門
おとな

申
込 3/12㊊ 10:00～ 0294-24-7731

6/14㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 増子光昭（星空案内人／シビックサイエンススタッフ）
［受講料］ 500円

「星は好きだけれど名前が覚えられない」「どこにどんな星座があるのかわからない」な
んてことはありませんか？四季の星空をとおして、初心者の方にも分かりやすく天文に触
れていただけます。今回は、７/３１(火)の火星大接近と初夏の星空についてお話します。

大人のための天文教室－初夏の星空の楽しみ方と火星物語
おとな

申
込 5/12㊏ 10:00～ 0294-24-7731

7/22㊐  14：00～16：30
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室502号
［募集人数］ 80人
［講　師］ 粟谷明生（喜多流能楽師）
［受講料］ 無料
9/1（土）に開催する「初秋ひたち能と狂言」の演目の「羽衣」
と「融」を能楽師の粟谷明生先生が演者から見た内容で分かり
やすく解説します。また、能楽の実演も予定しています。

能楽文化サロン　演者から見る能 「羽衣」と「融」
おとな

申
込 5/19㊏ 10:00～ 0294-24-7755

5/10㊍  10：30～12：00
［会　場］ 日立シビックセンター 会議室101号
［募集人数］ 24人
［講　師］ 立花章（茨城大学理学部教授）
［受講料］ 500円

生物の遺伝子は常に変化しています。遺伝子の変化が生物の進化や私たちの生活
に関わっていることなどをお話します。

大人のためのサイエンス－遺伝子が変わり、細胞が変わる
おとな

申
込 4/12㊍ 10:00～ 0294-24-7731

［募集内容］ 「ふるさと日立」をテーマにした市内の風景、風
物で四季や日立市らしさが感じられる写真

［写真規格］ 平成28年1月以降に撮影した横位置キャビネ
（２L版可）のカラー写真で未発表のもの

　　　　 ※使用するときはフィルム（データ）を借用します。写真の
版権は当財団に帰属し、応募写真は返却しません。

［参加料］ 無料

あなたの撮った写真が平成31年用カレンダーに！日立の四季を捉えた写真で、カレ
ンダーを作ります。市内で撮影した季節感のある写真をお寄せください。

カレンダー「ふるさと日立」写真募集
おとな

申

　込
ご応募写真の裏側に「応募票」を貼り、必要事項を明記の上、お送
りください。詳しくは、チラシ、ホームページ等をご覧ください。

4/1㊐～8/31㊎
日立市民会館

5/6㊐  第1部 8：45～12：30／第2部 13：30～17：00
※時間はどちらも予定です。

［会　場］ 日立シビックセンター新都市広場、音楽ホール
［募集人数］ 第1部：200人 第2部：30組（1組20人以内)
［参加料］ 第1部 一般500円、高校生以下300円
　　　　 第2部 500円／1人、3,000円／6人以上の1団体(一律)

吹奏楽コンサートの第1部、歌から楽器演奏まで様々なジャンルのアコースティック
コンサートを行う第2部にそれぞれ出演を希望される方、団体を募集します。

こども おとな

日立シビックセンター市民音楽企画2018
ミュージックトレイン2018 出演者募集

申

　込

第1部3/3㊏ 10：00～4/21㊏、第2部3/3㊏ 10：00～3/31㊏
日立シビックセンター ホール事業課

（２階事務室）0294-24-77５５

※写真は第2部

こども こども おとな
対 象

おとな おやこ

○/○ ベビーシッターサービス
表記の日付までにお申込みください（料金：お子様一人につき1,000円）

郵送でお送りください
※住所は裏表紙をご覧ください

直接ご持参ください
※住所は裏表紙をご覧ください

ホームページの専用フォームで
お申込みください

電話でお申込みください ＦＡＸでお申込みください

eメールで
お申込みください

【表記について】

【申込受付時間について】
日立シビックセンター 　10：00～18：00
日立市民会館／多賀市民会館　 9：00～17：00

2019.1/27㊐ 14：00開演 
［会　場］ 日立シビックセンター 音楽ホール
［対　象］ 音楽経験者
［募集人数］ 50人程度
［参加料］ 8,000円（練習5回分含む）

ピアニスト追昭嘉氏による日立初の弾き振りが実現します。演奏曲目等の詳細は、チ
ラシやホームページ等をご覧ください。

日立シビックセンター市民音楽企画2018
第27回ひたち室内楽フェスティバル・記念オーケストラ 出演者募集こども おとな

申
込

日立シビックセンター
ホール事業課（2階事務室）受付中～5/31㊍

PiCK UP 1 7/21㊏～
9/ 2 ㊐ 夏のひみつ基地 ～シビックを遊びつくせ！！～

ホールで音はどうして響くの？ステージのカラフルな光
がつくのはなぜ？音楽ホールにはひみつがいっぱい！い
つもは見ることができない舞台の裏側をみんなで探検
します。

7/29㊐ 11：00～12：00/14：00～15：00　音楽ホール、多用途ホール
対象：小学生～中学生　募集人数：各回15人
参加料：500円

バックステージツアー 知る＋体験知る＋体験

申
込 6/23㊏ 10:00～ 0294-24-7755

シビックセンターに隠れているアーティストを探して、
「響きのなぞ」をときあかそう！

8/11㊏㊗　時間・参加料未定　音楽ホール ほか
ロールプレイング音楽ゲーム～響きのなぞをときあかせ～ 知る＋聴く知る＋聴く

申
込 6/30㊏ 10:00～ 0294-24-7755

音楽経験がなくても楽しめる、作曲家体験ワークショップです。

8/19㊐　時間・参加料未定　多用途ホール
対象：小学生以上　募集人数：30人

音楽ワークショップ
～みんなで曲をつくろう♪ つくる＋聴くつくる＋聴く

申
込 6/24㊐ 10:00～ 0294-24-7755

新聞紙を丸めてあなただけのユニークでポップな海の
ふしぎないきものを作りませんか？タコやイカなど、作
るものはあなた次第！夏の工作にぴったりな講座です。

8/11㊏㊗ 11：00～13：00/14：30～16：30　会議室101号
対象：小学1年生以上　募集人数：各回20人
参加料：500円　講師：木暮奈津子（造形作家）

シビックサロン「海のふしぎないきものを作ろう」つくる＋体験つくる＋体験

申
込 6/16㊏ 10:00～ 0294-24-7711

気分は、オペラ歌手。すてきな衣裳を身につけ、オペラ
歌手を1日体験しよう！歌を経験していない子どもたち
でも、気軽に参加できます。

8/5㊐　時間・参加料未定　多用途ホール ほか
対象：小学生以上

はじめてのオペラ体験 知る＋体験知る＋体験

申
込 6/16㊏ 10:00～ 0294-24-7755

期間中、様々なイベントが楽しめます。今回は、一足先に、前売り情報と募集／講座情報の一部をご紹介します！

※時間や参加料等の詳しい情報については、6月発行予定の「夏のひみつ基地」チラシ、ホームページ等をご覧ください。

親子で楽しむコンサート
～中川賢一ピアノコンサート

7/21㊏ 14：00開演　多用途ホール
詳しくは、Ｐ3をご覧ください

知る＋聴く知る＋聴く

募集（募集人数の表記がある場合は先着順）

4 5



6 7

直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

おやこ
番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト 

（
3
／
24
〜
5
／
6
）

いつものプラネタリウムとは違って、騒いでしまったり、泣いてしまった
りしても大丈夫。親子で星空を楽しんでみませんか。

はじめてのプラネタリウム
5/14月 11：00～11：30 詳しくは、P2をご覧ください

おやこ

利
用
案
内

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
天球劇場のみ：6/11（月）～6/15（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません。

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2018/6/30（土）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【施設入館料】 【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオ
ラマで、「Nゲージ」の運転を行っ
ています。
実演はボランティアスタッフのみなさ
んによる不定期開催となりますので、
お出かけ前にお問い合わせください。

所要時間：約15分
参加料：100円～200円
開催時間： ①11:00/12:00/14:00/15:00
　　　　②11:30/12:30/14:30/15:30
定　員：各回10人

①「カラフルイクラ」
②「おさかなキーホルダー」

月替わりの科学工作を楽しめます。
係員が作り方をご説明しながら一緒に
行いますので、どなたでもお気軽に
ご参加できます。

[6/2土～7/16月㊗][3/3土～4/30月] 車のおもちゃ大集合飛行の実験

浮力の実験

ひんやりパック 指レプリカ

参加料100円

参加料200円 ①「ひんやりパック」
②「指レプリカ」 参加料200円

参加料100円

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手で
試して楽しみましょう。係員が実験の仕方や原理を
ご説明しながら一緒に行いますので、どなたでもお
気軽にご参加できます。
4月 浮力の実験
5月 飛行の実験
6月 車のおもちゃ大集合
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

レッツ！ ひらめきサイエンス

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、
日替わりのテーマで実演しています。

実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～
　　　　　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎
日
開
催
の

   

イ
ベ
ン
ト

土
日
・
祝
日
・
春
休
み
期
間（
3
／
27
〜
4
／
5
）開
催
の
イ
ベ
ン
ト

工作コーナー

「おさかなフィギュア」
お湯であたためるとやわらかくなるプラス
チックを使って、魚のフィギュアを作ろう。

「もぐる深海魚」
お魚の形をした醤油入れとペットボトルで、握
るとお魚が沈む浮沈子（ふちんし）を作ろう。

～このお魚、見た目が×展～
バッテン

春の特別イベント

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム

最新のプラネタリウムの機能を活用し、
美しい星空と可視化した宇宙を体感でき
るヒーリング＆エキサイティングな全編
生解説の上映です。

全編生解説

参加料：100円

参加料：200円

3/24土～4/5木
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

4/28土～4/30月、5/3木㊗～5/6日
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

ワークショップ

「アクアドームを作ろう！」
ビンの中に魚のフィギュアなどを入れて、
かわいいアクアドームを作ろう。

「顕微鏡で見てみよう！」
顕微鏡を使って、生き物や身近にあるもの
など様々なものをみてみよう。

参加料：500円 要整理券 ※各日10：00から
　8階入口で配布

参加料：無料 要整理券 ※各日10：00から
　8階入口で配布

4/28土～4/30月 10：30～12：00
定員：20人　対象：幼児～小学生

5/5土㊗～5/6日 12：00～13：00
定員：10人　対象：幼児～大人

全編生解説全
季「季節の星空紹介」＋ドーム映像番組

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり
みず

ものがたり生 生
季

季
全

◆3/10土～5/6日

※3/24土、3/25日の11：00、14：30の回は「行き先はあなた次第！日立発ミステリー
　ツアー」を上映します。
※3/27火～4/5木は土日祝のスケジュールで上映します。

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
たいようくんと
おつきちゃん

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり
みず

ものがたり生 生
季

季
全

◆5/7月～7/16月㊗

※6/11月～6/15金は、メンテナンスのため上映を休止します。

カラフルイクラ おさかなキーホルダー

Ｓｐａｃｅ Ｄｒｅａｍｅｒｓ
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！

好評につき、再上映決定！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関す
る素朴な疑問に、ムッタが宇宙飛行士
ならではの視点で答えます。

みずものがたり
～46億年 地球をめぐる水の旅～

「水の惑星」と呼ばれる地球。
私たちにとって水は身近な物
質ですが、まだわかっていな
いこともたくさんあります。
人の体の何％が水でできて
いるの？もしも地球が太陽
よりもう少し遠かったら？
さまざまな視点から水の不
思議に迫ります。

たいようくんとおつきちゃん

昼しか知らないたいようく
んに、おつきちゃんが夜空
の面白さを教えてあげます。
さあ、たいようくんは自分
の目で夜空に輝くお星さま
を見ることができるのでしょ
うか。絵本タッチのやさし
い内容です。太陽観察

晴 天 時、屋 上で 望
遠鏡を使い太陽の
黒点やプロミネン
ス等の観察を行い
ます。

5/3木㊗～5/6日
11：30～13：00

参加料：無料

国際宇宙ステーションに滞在中のJAXA金井宣茂宇宙飛行士と地上をリ
アルタイムに結び、ミッションや宇宙での生活のこと等、事前に募集した
質問に答えていただきます。

4/26木 19：00～22：00（予定）

コニカミノルタ“天空”未来プロジェクト2018
～宇宙は人類を元気にする（仮）～〈全国3会場とISSを繋いだリアルタイム交信〉

詳しくは、P2をご覧ください

おやこ

[5/3木㊗～5/27日]

紫外線ストラップ すっとびロケット

①「紫外線ストラップ」
②「すっとびロケット」 参加料100円

参加料200円

国際宇宙ステーションに
ついての解説も行います。5/6日まで

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春の花をイメージした香りの
中、春の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～花の香り～
4/20金 19：00～19：50、4/21土 18：00～18：50 詳しくは、P2をご覧ください

おとな
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直径22メートルの大型ドームスクリーンに映し出される美しい
星空と壮大な宇宙、迫力ある大型ドーム映像などを楽しめます。
ほかにも、定期的に特別上映や観望会などを行っています。

天球劇場
G L O B E  T H E A T R E

おやこ
番組の
対象

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト 

（
3
／
24
〜
5
／
6
）

いつものプラネタリウムとは違って、騒いでしまったり、泣いてしまった
りしても大丈夫。親子で星空を楽しんでみませんか。

はじめてのプラネタリウム
5/14月 11：00～11：30 詳しくは、P2をご覧ください

おやこ

利
用
案
内

※（  ）内は30人以上の団体割引料金

520円（470円）
520円（470円）

320円（270円）
320円（270円）

800円（700円） 400円（300円）
2,000円 1,000円

大人[高校生以上] 小人 幼 児入   館   料

科 学 館
天球劇場

セット券（科学館+天球劇場）

年間パスポート

無 料

小・中学生、障がい者
高齢者（65歳以上）

【開館時間】 10：00～18：00（入館は17：00まで）

【休 館 日】 毎月最終月曜日、年末年始
臨時休館
天球劇場のみ：6/11（月）～6/15（金）

【お問合せ】　TEL：0294-24-7731（10：00～18：00）

※他の割引券との併用はできません。

科学館または
天球劇場の

入館料50円引き
有効期限：2018/6/30（土）

チケット購入時に、
本誌をご提示ください

オリジナルグッズ、望遠
鏡、星座早見盤、科学
実験キット、工作キット、
文具、宇宙食、恐竜グッ
ズなど500種類以上

10：00～18：00
★年間パスポートの購入・更新
★団体利用の相談、下見、予約
★出張サイエンスショー、科学工作指導
★出張スターウォッチング（観望会）
★天球劇場の貸館使用　　　　　 など

★どなたでもご利用いただけます
　（入館チケットは必要ありません）

【施設入館料】 【ミュージアムショップ】 【割引券】【お気軽にお問い合わせください】 地下１階

オリジナルグッズも発売中です！

要整理券 ※各回10：00から
　8階入口で配布

鉄道模型実演コーナー

たのしくつくろう！ 工作コーナー

科学館フロアに常設されたジオ
ラマで、「Nゲージ」の運転を行っ
ています。
実演はボランティアスタッフのみなさ
んによる不定期開催となりますので、
お出かけ前にお問い合わせください。

所要時間：約15分
参加料：100円～200円
開催時間： ①11:00/12:00/14:00/15:00
　　　　②11:30/12:30/14:30/15:30
定　員：各回10人

①「カラフルイクラ」
②「おさかなキーホルダー」

月替わりの科学工作を楽しめます。
係員が作り方をご説明しながら一緒に
行いますので、どなたでもお気軽に
ご参加できます。

[6/2土～7/16月㊗][3/3土～4/30月] 車のおもちゃ大集合飛行の実験

浮力の実験

ひんやりパック 指レプリカ

参加料100円

参加料200円 ①「ひんやりパック」
②「指レプリカ」 参加料200円

参加料100円

月替わりのテーマに沿った科学実験を、自分の手で
試して楽しみましょう。係員が実験の仕方や原理を
ご説明しながら一緒に行いますので、どなたでもお
気軽にご参加できます。
4月 浮力の実験
5月 飛行の実験
6月 車のおもちゃ大集合
所要時間：約10分
参加料：無料
開催時間：12:00～15:00

レッツ！ ひらめきサイエンス

サイエンスショー
シャボン玉、ロケット、空気など、
日替わりのテーマで実演しています。

実演時間：約20分
開催時間：平日 14：00～
　　　　　土日・祝日 10：30～/ 15：00～ 

毎
日
開
催
の

   

イ
ベ
ン
ト

土
日
・
祝
日
・
春
休
み
期
間（
3
／
27
〜
4
／
5
）開
催
の
イ
ベ
ン
ト

工作コーナー

「おさかなフィギュア」
お湯であたためるとやわらかくなるプラス
チックを使って、魚のフィギュアを作ろう。

「もぐる深海魚」
お魚の形をした醤油入れとペットボトルで、握
るとお魚が沈む浮沈子（ふちんし）を作ろう。

～このお魚、見た目が×展～
バッテン

春の特別イベント

星と宇宙を楽しむ
プラネタリウム

最新のプラネタリウムの機能を活用し、
美しい星空と可視化した宇宙を体感でき
るヒーリング＆エキサイティングな全編
生解説の上映です。

全編生解説

参加料：100円

参加料：200円

3/24土～4/5木
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

4/28土～4/30月、5/3木㊗～5/6日
10：30～16：00（12：00～13：00を除く）

ワークショップ

「アクアドームを作ろう！」
ビンの中に魚のフィギュアなどを入れて、
かわいいアクアドームを作ろう。

「顕微鏡で見てみよう！」
顕微鏡を使って、生き物や身近にあるもの
など様々なものをみてみよう。

参加料：500円 要整理券 ※各日10：00から
　8階入口で配布

参加料：無料 要整理券 ※各日10：00から
　8階入口で配布

4/28土～4/30月 10：30～12：00
定員：20人　対象：幼児～小学生

5/5土㊗～5/6日 12：00～13：00
定員：10人　対象：幼児～大人

全編生解説全
季「季節の星空紹介」＋ドーム映像番組

生「今夜の星空」についての生解説＋ドーム映像番組

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
Space
Dreamers

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり
みず

ものがたり生 生
季

季
全

◆3/10土～5/6日

※3/24土、3/25日の11：00、14：30の回は「行き先はあなた次第！日立発ミステリー
　ツアー」を上映します。
※3/27火～4/5木は土日祝のスケジュールで上映します。

13：00 14：30 16：0011：00

星と宇宙を
楽しむ

プラネタリウム

午前中
団体専用
たいようくんと
おつきちゃん

平　日

土日祝

みず
ものがたり

みず
ものがたり
みず

ものがたり生 生
季

季
全

◆5/7月～7/16月㊗

※6/11月～6/15金は、メンテナンスのため上映を休止します。

カラフルイクラ おさかなキーホルダー

Ｓｐａｃｅ Ｄｒｅａｍｅｒｓ
～宇宙兄弟 南波六太がやってきた！

好評につき、再上映決定！
公開収録に集まった人々の、宇宙に関す
る素朴な疑問に、ムッタが宇宙飛行士
ならではの視点で答えます。

みずものがたり
～46億年 地球をめぐる水の旅～

「水の惑星」と呼ばれる地球。
私たちにとって水は身近な物
質ですが、まだわかっていな
いこともたくさんあります。
人の体の何％が水でできて
いるの？もしも地球が太陽
よりもう少し遠かったら？
さまざまな視点から水の不
思議に迫ります。

たいようくんとおつきちゃん

昼しか知らないたいようく
んに、おつきちゃんが夜空
の面白さを教えてあげます。
さあ、たいようくんは自分
の目で夜空に輝くお星さま
を見ることができるのでしょ
うか。絵本タッチのやさし
い内容です。太陽観察

晴 天 時、屋 上で 望
遠鏡を使い太陽の
黒点やプロミネン
ス等の観察を行い
ます。

5/3木㊗～5/6日
11：30～13：00

参加料：無料

国際宇宙ステーションに滞在中のJAXA金井宣茂宇宙飛行士と地上をリ
アルタイムに結び、ミッションや宇宙での生活のこと等、事前に募集した
質問に答えていただきます。

4/26木 19：00～22：00（予定）

コニカミノルタ“天空”未来プロジェクト2018
～宇宙は人類を元気にする（仮）～〈全国3会場とISSを繋いだリアルタイム交信〉

詳しくは、P2をご覧ください

おやこ

[5/3木㊗～5/27日]

紫外線ストラップ すっとびロケット

①「紫外線ストラップ」
②「すっとびロケット」 参加料100円

参加料200円

国際宇宙ステーションに
ついての解説も行います。5/6日まで

豊かな香りの中で星空を見てみませんか。春の花をイメージした香りの
中、春の夜空に描かれる星座たちを中心にご紹介します。

アロマで愉しむプラネタリウム～花の香り～
4/20金 19：00～19：50、4/21土 18：00～18：50 詳しくは、P2をご覧ください

おとな
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公益財団法人日立市民科学文化財団
日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

www.civic.jp

日立シビックセンター
TEL：0294-24-7711

〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩3分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車8分
●地下駐車場／255台（1時間無料、以降30分100円）
●チケット取扱い／10：00～18：00
●休館日／毎月最終月曜日、年末年始

日立市民会館 多賀市民会館
TEL：0294-34-1727

〒316-0013 茨城県日立市千石町2-4-20

●JR常磐線「常陸多賀駅」下車・徒歩10分
●常磐自動車道「日立南太田IC」から車20分
●有料駐車場／99台（30分100円）
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

詳しくは

5/6

5/12、13

6/6

ミュージックトレイン2018

ひたち国際大道芸2018

東京交響楽団演奏会

P2

P8

P8

催し物・前売り・講座・募集情報・PiCK UP情報❶ P.2-5 / 科学館・天球劇場 P.6-7 / PiCK UP情報❷❸・アクセス P.8

地域社会の発展と心豊かなまちづくりに寄与する財団です　公益財団法人日立市民科学文化財団平成30年2月26日発行　指定管理者 公益財団法人日立市民科学文化財団が主催する事業情報です。 掲載内容は2月24日現在の情報です。 都合により変更する場合がございます。

TEL：0294-22-6481
〒317-0063 茨城県日立市若葉町1-5-8

●JR常磐線「日立駅」中央口下車・徒歩15分
●常磐自動車道「日立中央IC」から車6分
●満車の場合は日立市役所駐車場、近隣有料駐車場をご

利用ください。カスミへの駐車は固くお断りいたします。
●チケット取扱い／9：00～17：00
●休館日／毎週火曜日、年末年始

PiCK UP お す す め 情 報

ひたち国際大道芸2018

ミュージックトレイン2018

東京交響楽団演奏会

ひたち舞祭2018SPRING 林部智史 CONCERT TOUR 2018

お問合せ：日立シビックセンター チケットカウンター　TEL：0294-24-7720

お問合せ：日立シビックセンター　TEL：0294-24-77１１

ロッシーニ：『絹のはしご』序曲
リヒャルト・シュトラウス：オーボエ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第３番「英雄」

東京交響楽団演奏会東京交響楽団演奏会

6/6水 18:30 開演
日立シビックセンター 音楽ホール

一般 5,000円　高校生以下 2,500円
ステージサイド席：一般 4,000円　高校生以下 2,000円
全席指定

４/14発売 5/23

PiCK UP 2

PiCK UP 3

土5月12日
12:00～20:00

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなど、“笑い！感動！
驚き！”の２日間。日立会場のフィナーレを飾る「夜会」では、
神秘的でファンタジックな空間が展開されます。

日立会場
（JR日立駅周辺）

日5月13日
12:00～17:00

多賀会場
（JR常陸多賀駅周辺）

両日とも
観覧無料

今年も
凄いやつらが

やってくる！！

雨天決行
※悪天時は、プログラムを
　変更する場合があります。

©N. Ikegami

東京交響楽団
正指揮者

飯森範親

東京交響楽団
オーボエ首席奏者

荒木奏美
（茨城県立日立第一高等学校卒業）

©N. Ikegami

4/7土発売 定価 100円(税込)

[発売場所] 日立シビックセンター ほか

ひたち国際大道芸 公式ガイドブック

プログラム

HITACHI CIVIC

EVENT
INFORMATIONINFORMATION

2018

日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館

4.5.6


